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昨年の 12月 7日 に、市民活動交流フェスタ 2019を開催し

ました。その際、今年度初の試みとして、サポー トセンターに

登録している団体に活動を紹介するノくネルを作成していただき、

当日会場内に展示しました。

急な呼びかけにも関わらず、何と 21団体がバネルを作成し

てくださり、大いにフェスタを盛り上げることができました。

パネルは今も稲城市地域振興プラザ 1階のサポー トセンター

ミーテイングコーナーに展示してありますので、ぜひご覧になつ

てください。
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多くの人が瓢 1

力を出し合えるきち向陽台
稲城市のニユータウン地区の先陣をきつて、昭和 63年にまちびらきした向陽台地区。新

しく出来たまちを「ふるさと」にするための住民の皆さんの取り組みと、これからの地域コミュ

ニテイづくりについて、向陽台地区連合会の事務局の方々に伺いました。

住 み や す い 衝 づ く リヘ 役 割 分 担

向陽台地区連合会は、地区内の 6つの自治会と 9つの共

同住宅等の管理組合で構成され、関係団体として体育振興

会、青少年育成地区委員会、防犯協会の 3団体と、オブザー

バーとして 3つの小 中学校とその PTA、 消防団、民生委員、

スポーツ推進委員、支えあいネットワーク向陽台、地域の

市議会議員が参加しています。

年間の主な活動として、8月 の夏まつりや年末の一斉合

同清掃、地域住民と学校が一緒に行う防災訓練などがあり、

これらに加えて参加団体や地域の有志が企画する行事・イ

ベン トの支援を行っています。

地区連合会が現在のような形になつたのは 9年前の

2011年から。住民による地域活動の始まりは、子どもを

学校に通わせるお父さんたちが休育振興会を立ち上げたこ

とからだそうです。その後、自治会や管理組合にも「住み

やすい地区にするために、それぞれ役害」を担っていこうJ

という気運が高まり、連合会の前身である「向陽台地区懇

談会Jが設立されました。

「当時は稲城へ引っ越してきた 30代～ 40代のお父さん

が多く、音からのしがらみや上下関係がなく、新しいこと

にも柔軟でした。そういう雰囲気の中で地区の運動会も始

まり、自治会 管理組合の対抗形式で、それぞれチームカラー
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を決めたり、とても盛り上がりました」と事務局の方は当

時を振り返ります。

今年で 28回目を迎える104」 l行事・夏まつりも、「新 しい

街で地域の伝統行事がないので、子どもたちに夏の思い出

になるような行事をしてあげたい」という思いで始まりま

した。夏まつりは地区連合会の中に実行委員会を設けて、

各種団体がそれぞれ役害」を分担して運営されますが、その

活動が地域の人たちをつなぐ「幹」の一つとなっており、「メ

向陽台地区連合会を構成する団体  o日不同)

【自治会】ファインヒル向陽台自治会、城山自治会、向陽台

二丁目住宅自治会、向陽台六丁目団地自治会、向陽台公団賃

貸住宅自治会、向陽台四丁目団地自治会

【管理組合】ビスタセーレ向陽台団地管理組合、ビューステー

ジ向陽台団地管理組合、グリーンノヽイツ向陽台管理組合、ア

ルボの丘団地管理組合法人、ビュータヮーズ向陽台団地管理

組合、みはらしの家管理組合、ビューバレー向陽台管理組合、

リベレ向陽台団地管理組合、ビスタリエ向陽台団地管理組合

【関係団体】向陽台地区体育lEk興会、青少年育成向陽台地区

委員会、多摩・稲城防犯協会向陽台支部

【オブザーバー】稲城第五中学校・同いちよう会、向陽台小

学校 同ひまわりの会、城山小学校・同城山の会、稲城市議

会議員 (3名 )、 稲城市消防団第 3分団、同第 4分団、民生委員、

スポーツ推進委員、支えあいネットワーク向陽台



夏まつりは「あくまで子どもがメイン」で、自治会や管理組合、学校、PTA、 各種団体など

地域総出で役割分担して、準備から当日の模擬店まで行います

ンバーの誰かがイ可か企画を提案すると、
″
それは面白そう

だ
″″

子どもが喜びそうだ
″

ということで
″
じゃあやつてみ

よう
″

と意見が一致して、みんなが前向きに取り組む」と

いう姿勢が、自然と浸透しているようです。

地域課題への取り組み

向陽台地区は災害時の避難所が 4か所 (五中、向陽静 Jヽ、

城山小、城山文化センター)あ り、それぞれ地域の住民で

避難所を開設・運営できるように講習を行つているほか、

自主防災組織と五中が連携して「ふれあい防災訓練」を毎

年開催 しており、生徒や地域住民など参加者は 1000人 を

超えるそうです。これらの取り組みが評価され、向陽台地

区連合会は東京都から防災隣組に認定されています。

「地区には自主防災組織が 17あるので、組織間の交流や

連携を深めて、足並みを揃えて防災にあたつていけるよう

にしたい」 (事務局 )。 昨年秋の台風 19号では矢野口や押

立から向陽台地区へ避難 してきた人も多く、「今後、災害時

には向陽台だけでなく他地区の人も受け入れる場合もある

ことが分かったので、いかに受け入れ態勢を整えるか」が

課題だとしています。

また、市内で最も進行速度が速い高齢化に対応 した体

制づ くりも課題の一つです。向陽台地区の高齢化率 (地

域住民に占める 65歳以上の方の害」合)は、平成 25年に

1740/0だ ったのが、今から 5年後の令和 7年には 3000/0

になると稲城市では推計しています。

これを受けて、支えあいネットワーク向陽台などの地域

住民による相互扶助の仕組みづくりも進められています (後

掲「おじゃまします」参照)。 連合会では、女性の独居世帯

や高齢者世帯なども増えてきた中で、支えあいネットワー

クとの協調を念頭に置きながら、「高齢の世代と若い世代が

いかに共生していけるか。向陽台をより住みやすい街にす

るため、協力・共同をキーワー ドに、これまで取り組んで

きたことを発展させていきたいJと考えています。

そこで期待されるのが、若い世代の力です。

進 む 世代 交流 、世代 継 承ヘ

地域の1百例行事だった地区運動会は、住民の高齢化に伴っ

て一時中断していましたが、若い世代によって復活する動

きが出ています (昨年、復活第一回目を開催の予定が、台

風のためやむなく中止)。 また、運動会だけでなく、年末に

行う城山公園「竜の池Jのイルミネーションや、昨年夏の

東京オリンピツク自転車□―ドレーステス トイベントの際

に開催されたサマーフェスタなど、地域の若い世代の人た

ちが企画したイベントが次々と実施されています。

竜の池イルミネーションは、これまで市によつて年末に

行われてきたフアインタワーのライトアップを、更に地域

を盛り上げる一大イベントにしようと有志から提案があり、

手作りで実現したもの。サマーフェスタは、東京オリンピツ

クの自転車□―ドレースを応援するとともに、夏まつりが

子どもメインのイベントなので大人も楽しめる新しいイベ

ントを作ろうという、これも有志からの提案によって昨年

第一回が開催されました。

「新しい企画を立ち上げようと提案する若い人が出てき

て、それを支えようとする人たちが集まり、地域が再び盛

り上がってきています。地区連合会も、そういう若い人た

ちを応援していきますJ。

「私たちの世代は、子どもたちがこのまちを
″
ふるさと

″

お話を伺つた事務局の皆さん

（５



年末年始を盛り上げるイルミネーションの点灯式

と思えるよう、子どもたちにとつての
″
ふるさとづくり

″

を念頭に、自分たちにできることをやつてきましたが、そ

れは奇跡的なくらい、皆さんが自発的に活動に取り組んで

こられて、頭が下がる思いです。それを若い世代の人たち

昨年初開催した「大人も楽しめる」サマーフエスタ

に引き継いで、更に発展させていっていただきたい。それ

を私たちの世代国芯援していきたいと思いますJと次世代、

次々世代へ期待をよせる事務局の皆さんでした。

(文責 :種田匡延)

支えあいネットワーク

平成 27年の介護保険法改正にあ

たり、自治会をはじめ民生委員、社

会福祉協議会、介護保険事業所、み

どリクラフ、NPOな ど地域活動団

体に市から呼びかけがあり、高齢者

を地域で見守り支えあう仕組み作り

のための協議・取り組みが各地区で

始まりました。

向陽台地区は市内で最も高齢化の

進行速度が速いことから、体制整備

を急ぐべく毎月一回会合を開いて協

議を重ねる中で、高齢者世帯ではゴ

ミ出しなど「ちょつとした家事」の

手助けが求められていること、何か

あった時に備えて日頃から気軽に話

ができる人間関係をつくっておくこ

と、などの地域課題が浮かび上がり

ました。

そこで、地域住民が気軽に集まり

話ができる
″
まちの縁側

″
のような

場「すまいる向陽台Jを開設するこ

ととし、協議会の名称も「支えあい

ネッ トワーク向陽台」 (代表 :平田

冨美子さん)と改め、「世代間交流

を通じて地域で支え合って住み続け

られる街づくり」を目指してスター

トしました。

「すまいる向陽台」は、城山文化

センターの「陽だまリスペースJを
利用 して、第 2・ 第 4火曜日の 15

時～ 18時に開いています。「お茶

を飲んでおしゃべりするだけでは場

の雰囲気に入つていけない人もいる

ので、自然に会話が弾むようにゲー

ムをするなど工夫しています。地域

の人が互いに気遣いあって、安心し

て暮らせる場づ くりに努めていま

す」 (平田さん)。

もう一つの活動の柱、ちょつとし

た家事等の手助けは「すまいるネッ

ト」という名称で、昨年 11月 から

本格的に開始 しました。予め登録

した「利用会員 (手助けされる人)」

からの依頼を窓口となっている「地

域包括支援センターこうようだい」

が受けると、「活動会員 (手助けす

る人 )」 たちに依頼内容を一斉メー

ルで伝達、手を挙げた活動会員が作

業を行います。地域の支えあい活動

が無償ボランティアではなく、利用

会員が支払う利用料の内から手助け

をした活動会員に報酬‖が支払われる

ところがミソで、昨年開いた第 1回

の説明会では予想を超える活動会員

の応募がありました。

「地域に関わりたい方が思つたよ

りも大勢いるのだなと感じました。

皆が勇気を持つて、もう少しずつお

せつかいになれるきつかけになれば

いいなと思いますJ(平田さん)。

(問合せ :地域包括支援センターこ

うようだい TEL 042-370-0040)
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